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アルカディア 
ホリスティックヒーリング 

リトリート 
（サロン & スクール） 

2017最新版 
（2017年 10月発行） 

本物のあなたを目指して 

アロマセラピー、クリスタル、エネルギーヒーリング、人間発達心理学、脳科学、占星術 etc・・・

アルカディアはまさに叡智の泉！多種多様なツール、手法を学び、キラキラオーラであなた自身

とそしてあなたを取り巻く環境を輝かせてみませんか？ 臨床スピリチュアルケア・カウンセラー

として臨床経験も豊富に持つ講師が癒しの叡智の数々をご提供しています。 

ここには、あなたが「ありのまま」の Joy（喜び）・Being（あり方）に目覚め、 
レジリエンス（心の耐久力）を鍛えながら内なる神性を輝かせるための応援者。心と魂の錬金術師
がいます 
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Salon 
深い癒しと目醒め、気付き・・・ 

1

2001年開業以来、多くのお客様に愛されて

いる隠れ家サロン：アルカディア。 

心身の靄をすっきりさせて、本来の自分自身

を見つめ直し、自分らしい人生を前向きに歩

んでいくためのケアサロンです。 

アルカディアの最大の特長は、セラピストが

病院やホスピスにて末期がんや HIVなど死の

床にある患者様、喪失経験などで深く傷つい

た方々に寄り添う臨床スピリチュアルケアの

経験を生かし、スピリチュアルペインにも寄

添えることです。またシャーマンである特性

から、霊障解消が行える特徴もあります。 

さらに、多種多様な叡智、西洋、東洋の医学

や科学／非科学的概念をミックスさせたトー

タル的なアプローチはお客様ご自身の望む改

善に理解と気づきをもたらすと称賛を頂いて

います。 

2

深い気づきや覚醒、癒し、自己受容などを促

す箱庭療法、古今東西の叡智を使って生まれ

持ったエネルギーの流れ、本質をリーディン

グするノーブルサイエンス、長年の技術と経

験から繰り広げられるアロマセラピー、ヒー

リング、VMセラピー、ヒプノセラピー、オ

ーラセッション などなど多種のメニューをご

用意しています。 

ホームページにてご予約状況をご確認の上、

ご希望日程をお知らせ頂くか、メール／FAX

などでご連絡下さい。 

＊HPのご予約フォームページの他、HPの各

メニュー詳細にお申し込みフォームがござい

ます。 

＊セッション中やセミナー、出張また不定期

休などで電話に出られない事が多いため、メ

ールが一番確実です。 

+ 
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箱庭療法 
 
 

 

自己実現・自己覚醒と癒しのプロセスを歩む SandplayTherapy 

箱庭療法とは心理療法の一つで、砂を入れた箱の中にクライアン
トがセラピストの見守る中で自由にオブジェを配置していく手法
です。イギリス発祥のこのセラピーは京都大学名誉教授であり、
心理療法を日本に広げ実践された河合隼雄先生によって研究が進
められ、根付いていきました。 

箱庭療法は、自分の内面の真実と向き合いつながる体験です 

箱庭療法では、あなたのクオリア(＊)を重要視し、あなたがあなた
自身の本来持っている内なる力を表し、気づきや癒し、理解を深
めながらご自分を深めていくお手伝いをさせていただきます。 

箱庭療法は一般的に行われる心理療法と異なり『判断／分析／解
釈』はクライアントが望まない限りいたしません。 クライアン
トがトレイに展開した箱庭のイメージが何より大切。 セラピス
トは多くは語りません。なんとなくどうしてかわからない…とい
うような言葉に出来ないことをカウンセラーに見守られる中で自
由に箱庭の中で自分の世界を表現する、ということを体験するこ
とを通して、自分の力で言語化する、というところに癒しや理
解、自己受容、自己認識そのた諸々の効果があると考えます。 

こちらでご提供する箱庭療法は治療ではなく健常者向け。自己覚
醒・自己認識・真実の自分とのつながりを深め、ご自身が本来持
っている内なる力を表し、気づきや癒し、理解を深めていくセッ
ションです。ヒーリングによる変容や覚醒のプロセスを促しなが
らのため、クライアントさんが潜在無意識につながり自己覚醒の
プロセスを体験していただきながら進んでいきます。 

河合隼雄先生はじめ、脳科学者：茂木健一郎先生も 
『箱庭療法は日本人に非常に合った療法だ』 
                 とおっしゃっています。 

★ セッション代金  セッション時間 １回 ６０分～

  
あなたがあなた自身の本来持っている
内なる力を表し、気づきや癒し、理解
を深めながらご自分を深めていくお手
伝いをさせていただきます。 

★こんな方におすすめします 

² 自己理解を深めたい 
² なんだかわからないが前に進
めない 

² いろいろなセラピーをしてい
るが変化が感じられない 

² 恋愛や夫婦生活を改善してい
きたい 

² なんとなくうまくいってない
事をなんとかしたい 

² 人生の転換期を感じているが
どうしていいかわからない 

² 気持ちを整理したい 
² 男性性・女性性の問題 
² 人間関係、家族関係などに問
題を感じる 

² 仕事や職場についての不安が
ある 

² 子供への接し方に悩んでいる 
² 幼少期につらいことがあった 
² トラウマを感じているが癒せ
ない・手放せない 

² 前進したいのになぜかできな
い 

² 将来が不安 
² ただただ癒されたい 
² なんだかわからないが箱庭が
気になる 
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９０分 

【初回】２０,０００円（税抜） 
（継続セッションをお申し込みでなく、個別にうけられる場合２
回目も同額。３回目が 11000 円になります） 

【継続セッション】３回１セット （３回、６回、１２回など） 
１セット（３回）：５１,０００円（税抜） 
２セット（６回）：１００,０００円（税抜） 

SCS ワンデイスペシャルセッションの中に組み込めます。 
http://siriustribe.net/2834.html 

【陰陽師・ヒーリングオプション】箱庭セッションでの変容を加
速させたり、縁切りなどいっそ思い切って状況を変えたい時は陰
陽師セッションやその他遠隔ヒーリングなど効果的と思われるワ
ークを追加でご提案させていただくことも可能です。ご相談くだ
さい。 

＊全くの初心者、他で受けた事のある方問ずお申込いただけます。 
＊対面セッションのみ。（出張可。別途交通費＋出張費） 
＊治療を目的とした医療行為として提供するものではありません。 
＊未成年者へのご提供の場合、保護者の同意が必要となります。 
＊占いや診断、心理分析、解説をするものではありません。 
＊このセッションは英国 AIST（総合的箱庭療法協会）を始めとするプロのセラ
ピストとして必須の倫理規約・行動規範に基づき、守秘義務をもって臨ませてい
ただきます。 

＜継続セッション＞月１回または２～３ヶ月に１回などのペースでお受けいただ
けます。テーマをじっくりと掘り下げたり、メンタルコンディションのチェック
や、じっくりと向かい合う必要のあるケースなど。１セット（３回）期間中はサ
ポートヒーリングやプロテクションなども受けられてお得です。 

＜遠方からの場合などワンデイも受付ます＞月１回や２ヶ月に１回来れるかわか
らない。変容や進展を速めたい願望と覚悟のある方など。 

午前中から始め、休憩を挟みながら１日に３回の連続セッションを行うこともできます。

状況によりますのでご相談ください。 

【陰陽師ワークとの組み合わせもおすすめ】 

変容プロセスを加速させたり、しがらみを断ち切る陰陽師セッションとの組み合わせはオ

ススメです（陰陽師ワークは縁結・縁切・開運・除霊などを扱っています）じっくり人生の
学びと向き合うのも良いですが、時にはパン！とプロセスを加速させたり、ひと
まず前進してみたり、問題の渦の外に一旦出てみることに効果的です。 詳しくは

お問い合わせください。 

お申し込み 

アルカディア・ホリスティックヒーリング スクール 
http://www.siriustribe.net/ 
ガイア・フェニックス http://www.gaiaphoenix.net/ 
メール ： info@siriustribe.com または
hello.gaiaphoenix@gmail.com（ガイアフェニックス） 

詳細ページ：http://gaiaphoenix.net/onmyouji/ 

 

★セッションの流れ 
コンサルテーション後に箱庭の砂でし
ばらくご自分と箱庭をなじませていき
ます。 

初回はフリートレイ。クリスタルの含
まれる砂に触れているだけでも深い癒
しのプロセスが体験できます。 

砂に触れて形を作ったりしているうち
に浮かんだ情景だったり、表現したい
風景・出来事であったり、あるいは直
感で思うまま、 

ただ感じるままに・・・オブジェクト
を使って箱庭に世界を作っていきま
す。このプロセス・体験も癒しになっ
ていきます。 

箱庭を作り終えたら、セラピストと一
緒にどんな世界か眺めていきましょ
う。自由に見守られながら表現する事
が重要なセラピーです。 

セラピーとしての対話はしても分析・
判断は致しません。 

対話を通して気づき・覚醒・癒し・自
己認識がさらに高まります。 

セッション後、ご希望によって定期的
な継続で深めていくことも可能です。 

心理療法としての箱庭療法は治療目的
になるため１０回、２０回という回数
を必要としますが、アルカディアでご
提供する箱庭療法はセラピーとして一
般向けです。 
しかし、ヒーリングや変化変容を促す
ためのメソッドを用いており、気づき
や理解、変化が早いのも特長です。 
継続される場合は３回を１セットでお
申し込みください。 

１ヶ月に２回、３回、あるいはひと月
に１回など、プランを相談して決めら
れます。遠方から来られる場合はまる
１日（休憩込み 6h＋ランチタイム）
かけて３回をすることも可 

６時間まるまるセッション！「SCSワ
ンデイスペシャルセッション」に組み
込むとお得です！ 
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スピリチュアル・コンサルテーション 
 
 

 

コンサルテーションは人生相談、スピリチュアルガイダンス、ス
ピリチュアルカウンセリングなど、よろずお悩み事相談メニュー
です。一人一人が特別な存在であり、宇宙からの祝福を受けた魂
（いのち）。その創造性・自己表現・自己認識・覚醒のサポートを
させていただきます。また、セッションや講習のお問い合わせで
個人的ご相談要素が多く含まれる際にご利用いただけます。 

じっくりとお話しいただき、ご自分のご希望や状況に合わせた内
容をご提案させていただく他、複数のメニューの組み合わせによ
る最適なセッションのご提案などもできます。 

★人生相談、心理カウンセリングやスピリチュアルガイダンス、ご相談
をされたい方。 

★どんなセッションを受けたらいいのかなどのご相談を承ります。状況
をお話いただき、チャネリングなども交えつつ、お客様の方向性を確認
しながら行っていきます。 

以下は姉妹サイト:GAIA Phoenixのセッションのご相談に関する内容  

★シャーマンワーク、錬金術、陰陽師ワークやその他スピリチュアルセ
ラピーなどのあなたに最適なセッションの提案をさせていただきます。
（組み合わせやタイミングなど・日数や料金を知りたい方、ご相談をさ
れたい方含む）。 お話を伺った上で適切なセッションのご提案書を作
成させていただきます。 

★また、お客様の状況やご要望にあわせたエネルギーの構築によるワー
ク／ヒーリングを受けられたい方のご相談を承ります。カリスマシャー
マンの霊的権限により、軽い霊障はコンサルテーションだけで解消され
る場合があります。 

お申し込み・お問い合わせ 

アルカディア・ホリスティックヒーリング スクール 
http://www.siriustribe.net/ 
ガイア・フェニックス http://www.gaiaphoenix.net/ 
メール ： info@siriustribe.com または
hello.gaiaphoenix@gmail.com（ガイアフェニックス） 

 

  
通話、Skypeを使っての
ヒーリングセッション付き
コンサルテーションです。
（対面も可） 

ご来店いただかずご自宅で受け
ていただけます。 

Skypeならアルカディアの営
業時間外（朝、夜など）でもお
受けできます。 

※営業時間中の場合対面でのコ
ンサルテーションも承りますが
その場合は他のセッションやセ
ミナーでお越しの際にお願いし
ます。 

【代金】 

A：コンサルテーション 40分～60
分程度・終日遠隔ヒーリング付 
15,000円 

終日遠隔ヒーリング付き。遠隔ヒーリ
ングはコンサルテーションの事前・事
後どちらでもお引き受けできます。ヒ
ーリングは無料となりますので、ヒー
リング無しをご希望でも値段は変わり
ません。 

 

B：コンサルテーション 40分～60分 
程度・遠隔ヒーリング（3日間）付き    
20,000円 

遠隔ヒーリングを 3日間終日継続する
お得なメニューです。 

軽い霊障であればコンサルテーション
と 3日間の遠隔ヒーリングで解消され
ます。 

実際にご来店いただく前に、事前コン
ディションを整えたり、 

心の扉を開きやすくしたり、セッショ
ン当日のセラピーの効果を促進するた
めの事前セッションとしてお使いいた
だく事も出来ます。 
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SCS 1Dayスペシャルセッション 
 
 

 

あなたのニーズに寄り添うカスタマイズセッション。 
エスシーエス（SCS）セッションとは『Spontaneous 
Consciously Synthesis』。直訳すると『自発的意識的統合』セ
ッション。 

お客様が自らのケアに積極的に参加してご自身が統合に向かうよ
うに、じっくりサポートさせていただきます 

アロマセラピー、箱庭療法、ヒプノセラピー、クリスタルヒーリング、
レイキなどのエネルギーワーク、クリスタルボウルヒーリング、クラニ
オセイクラルなどのボディワーク、かっさ療法、オーラセッション、チ
ャネリング、スピリチュアルガイダンスなどなど。どれも、私、武川が
自信を持ってご提供させていただいているものばかりです。 
（ノーブルサイエンス・ベーシックリーディングは除く） 

開業当初から、お客様のお話をじっくりと伺いながらスパイスを放るよ
うな対話で気づきを得られると、セッション前後のお話タイムも大変好
評をいただいておりました。とはいえ、時間の制限からじっくり伺う時
間の取りづらい昨今。次の予定の関係でそれ以上延長できないというこ
とも。また、多様なセラピーを１日で複数受けたいというお声もあって
誕生したワンデイセッションです。 

コンサルテーションでじっくりとお話を伺って、お客様と一緒に
セッションメニューの組み立てを行っていきます。 

意識的にご自分と向き合っていく来談者中心セラピーか、 
五感や身体そのものにアプローチするボディワーク系か、 
繊細なタッチとクリスタルなどのヒーリング効果によるエネルギーワー
ク系か、音の波動を心身の細部にわたって染み込ませ広げていくサウン
ドセラピー系か、 

ご提供できるセッションは武川の持てる技術と能力を駆使いたします。
どれも中途半端にならず習得したり、編み出してきた各種療法であるこ
とは、長年ご利用いただいているお客様方には特にご理解いただいてい
ると思います。 

軽いおしゃべりをたっぷりしたり、ゆったりとお休みみなっていたり、
おすすめセルフワークのプチレッスンをうけてみたり、時間が許す限り
お好きなようにお使いいただけます。 

  
このメニューに組み込め
る施術内容の一例 
＊箱庭療法セッション 

＊ノーブルサイエンス（ソーラー
リターン、パートナーシップいず
れか） 

＊ヒプノセラピー/心理カウンセリ
ング 

＊アロマ・アルケミーセッション
（MedicineTouch®アロマリーデ
ィング＆ヒーリング） 

＊クリスタル・アルケミーセッシ
ョン（クリスタルリーディング＆
ヒーリング） 

＊バイオコーディネーション（ク
ラニオセイクラル、レイキ） 

＊ヴァイタルメリディアンセラピ
ー（かっさ療法） 

＊レインドロップテクニーク（メ
ディカルアロマ） 

＊サウンドヒーリング（クリスタ
ルボウル、シャーマンドラムヒー
リング） 

＊カードリーディング、チャネリ
ング 

＊スピリチュアルガイダンス 

＊オーラセッション（オーラ写
真） 
etc… 

たとえばこんな内容に 

まったり癒されたい、緩まりたい、 
もっと活き活きしたい、 
真剣に自分と向き合いたい 
心の闇を手放していきたい、 
人間関係で悩んでいる、 
トラウマを癒したい、 
自他の境界線を強めたい、 
方向性をはっきりさせたい、 
自分の可能性を知りたい・思い出した
い、 

心身のデトックスをしたい 
思考をリセットしたい 
もっと喜びを感じていきたい 
気持ちの整理整頓がしたい   
などなど・・・・・ 
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アルカディアの各セッションが様々な技術のミクスチャーになっている
ことが多く、あるセッションの一部を抜粋して組み込んでいくといった
荒技にもお応えいたします。 

【時 間】午前１１時～午後５時 または午後１２時～午後６時  
所要時間：約５～６時間 

【料 金】５０,０００円（税抜）※ランチ代金込み 

品川神社参道や東海道品川宿のおすすめランチ（またはお茶タイム）
と、ご希望でセッションテーマに合わせてお作りするアロマ・ブレンド
オイルのお土産付。 

 

１日の流れ 

午前中のコンサルテーション後にランチタイム。 

午後からコンサルテーションで伺った内容から組み立てたメニューの施
術をさせていただきます。 

ご提供できるセッションは武川の持てる技術と能力を駆使いたします。 

セッションのあとはおしゃべりをしたり、ゆったりとお休みみなってい
たり、おすすめセルフワークのプチレッスンをうけてみたり、時間が許
す限りお好きなようにお使いいただけます。 

 

※キャンセルポリシー 

事前に代金をお振込いただきご予約確定といたします。 

ご予約日７日前までのキャンセルは全額返金いたします（振込手数料差
引額）。 

ご予約日６日前よりのキャンセルは事務手数料として８０％、残りの２
０％を返金いたします。（振込手数料差引額） 

ご予約前々日、前日、および当日のキャンセルはキャンセル料を１０
０％頂戴します。 

 

お申し込み・お問い合わせ 

アルカディア・ホリスティックヒーリング スクール 
http://www.siriustribe.net/ 
ガイア・フェニックス http://www.gaiaphoenix.net/ 
メール ： info@siriustribe.com または
hello.gaiaphoenix@gmail.com（ガイアフェニックス） 

 

 

 

セッションの各内容はこの先
のページにてご参考いただけ
ます。 

詳しくはお問い合わせくださ
い。 

 

※ガイア・フェニックスのセッ
ション各種（シャーマン、陰陽
師、ドラゴン・フェニックス、
錬金術などのワーク）は SCS 
ワンデイスペシャルセッション
に組み込むことができません。 
同日にお受けいただくことはで
きますが、代金は別料金となり
ますことをご了承くださいま
せ。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

サロン 

メニュー 

一例 

アロマセラピーとヒーリングを融合させた
オリジナル構成のリトリート・サロン 
傾聴とタッチングのディヴァイン・ラヴな
セラピーをぜひご体験下さい 
 

1

IFA国際アロマセラピスト連盟認定アロマセラ
ピストによる本格的なメディカルなアロマセラ
ピーとヒーリングが融合したスペシャルメニュ
ー各種。疲労回復、自己同一を促し体と心と魂
のリハビリに働きかけ心身まるごとケア。日頃
頑張っているあなたをちょっとお休みさせて、
あなただけの貴重な『あなた時間』を取り戻し
ましょう♪ 

メディカルアロマヒーリング 
『メディスンタッチ®アロマセラピー』 120
分 

メディスンタッチ®はアメリカ・インディア
ン：ラコタ族で修得したテクニック「７
Directions」を元に、長年のセラピストキャリ
アによって生み出されたアルカディアのオリジ
ナルテクニック。 

エッセンシャルオイルの微細なエネルギーとメ
ディカルな作用を最大限に活かしながら、クリ
スタルやハンドヒーリングを用います。とても
穏やかなロングストロークとタッチングによ
り、末しょう神経から脳へと働きかけ、深いリ
ラクゼーションとハートのブロッック解放を促
します。 

 

心身を緩めながらメディカルなアプローチでス
トレスの解放・自律神経やホルモンバランス・
免疫強化に働きかけます。 

また、ネガティヴな感情からの解放、気持ちの
リフトアップなど心理面・感情面にもよい効果
があります。 

さらにエネルギー面にも働きかけ、様々な作用
に基づいて、あなたが「本物のあなた自身」を
取り戻していくサポートになります。アロマセ
ラピーとヒーリング体験の両方ご希望の方にも
お勧め。 

 

自分らしくありたい、自己価値を高めたい、気
力の充実、前向きに生きたい、今向かい合って
いる問題への理解や癒し、自己成長、人生理
解、ブロックの解放に。 
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『メディスンタッチ©クリスタルアルケミーヒ
ーリング』120 分 

アルカディア開業当時から進化し続けるタッチ
ングによるエナジーヒーリングの決定版。 

☆エネルギーボディ・メンテナンス・ミニ（エ
ネルギー整体ミニ）がミックスされました。 

メディスンウーマンであり、臨床パストラルケ

ア（スピリチュアルケア）ワーカーによる、傾

聴とタッチングのディヴァイン・ラヴなハンド

ヒーリング。 

クリスタルヒーリングとハンドヒーリングのミ

ックスによって意識の深層へと癒しの波動を働

きかけます。 

ヒーリング中に超自然的存在からの守護・愛を

感じたり、ハイヤーセルフ／内なるガイド／本

物の自分＝Selfに耳を傾け、内なる気付きにつ

なげたり、メッセージを聞いたりするかもしれ

ません。また、ヒーラーはヒーリング中に受け

取ったメッセージやヴィジョンを元にクリスタ

ルを選びながらヒーリング。 

終了後にはメッセージやヴィジョンをお伝えし

ます。 

ただただ深いリラクゼーションと瞑想によって

原始無意識／集合無意識に漂うだけでも価値が

あるでしょう。 

 

 

+ 

アロマセラピーのエ
ッセンシャルオイル
精油は優れた薬理作
用によりメディカル
な効果（主に免疫促
進、細胞成長促進、
消化器官活性、リン
パ排出、浄化解毒な
ど）が期待できま
す。 
さらにトリートメン
トによるタッチング
の効果で繊細な神
経、感情、精神への
効果が著しく、気持
ちを明るくし、あな
た自身を芯から輝か
せることができま
す。 

アルカディアで使用
する精油はヨーロッ
パなどの病院でも使
用されている最高級
セラピューティック
グレードです。 
低温抽出によって有
効性分を壊す事無く
抽出し、肌に直接使
用したり飲用も可能
なものがほとんどで
す。 



 

 

傾聴とタッチングのディヴァイン・ラヴ
なヒーリングをぜひご体験下さい 

1

循環力をあげるスペシャルメニュー 

 『ヴァイタルメリディアンセラピー』   

五臓六腑に毒素をためない！ヴァイタル・メリ

ディアン・セラピー（以下 VMセラピー）は

東洋医学の基礎である陰陽五行の理念に基づい

た療法により、経絡を主としたアプローチで体

の外から内 側の深い部分へと働きかけて、気

（エネルギー）の通りを良くし、さらに精油と

クリスタルエネルギーの融合によって生命力の

活性や毒素排出／邪気浄化を促し ます。 

鍼灸のように、『抜いて補う』瀉補の原理に基

づくセラピー。 

中学伝統療法の「かっさ」の近代版ともいえる

ヴァイタルメリディアンセラピーは効果的に毒

素排出と経絡活性／バランスを整えます。さら

にアロマセラピーと組み合わせる事でエッセン

シャルオイルの薬理作用、エネルギー的作用も

プラス。 

陰陽のバランスを整えることで気の流れを良く

するだけでなく、ダイエット／スリミング、不

定愁訴の改善、自然治癒力の向上、アンチエイ

ジング効果など が高いほか、感情や精神とい

った心のケアにもつながり、エネルギーのバラ

ンスを整えトータルケアを促します。エッセン

シャルオイルによる軽いトリートメントとミッ

クスされていますので、より効果が実感できま

す。 

施術前半は「かっさ板」や専用のかっさ器具を

使い毒素排出の働きかけ、 後半は専用の温め

器具で施術個所を温めていきます。これがもう

天国♪詳しくはお問い合わせ下さい。 
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 『バイオコーディネーション』 
（エネルギー整体） 

気功整体やクラニオセイクラルセラピー（頭

蓋仙骨療法）などのモティリティワーク、モ

ビリティワークをベースに様々なボディワー

クとヒーリングをフュージョンしたオリジナ

ルのボディーワークメソッドです。 

モティリティとは組織がもつ自動運動性のこ

とで、セッションではそれを微細な振動とし

てそれを捉えます。 

セッションを行いながらモティリティを通し

てお客様の自己調整力（自然治癒力・生命

力）にコンタクトし、緩めていくことで組織

が伸び伸びと本来の活動ができるようにサポ

ートしていきます。 

クラニオセイクラルセラピーは頭蓋から背

骨、仙骨へと流れる脳髄液の流れを整えていくこ

とで神経系のバランス力を整え、自然治癒力を高

めます。また骨格のバランスも整いやすくなりま

す。 

このボディワークは体を引っ張ったり押したりと

いうアプローチではなく、あなた自身の体・・・

内臓や筋肉や骨、エネルギーと対話しながら、や

さしくゆったりとボディ・マインド・スピリット

の調整・統合を促します。 

また、細胞に蓄積されたストレスやトラウマの解

放にもつながり、浄化にも働きかけます。 

体のズレや不調のみならず、自然とチャクラが調

整されて、感情面や、あなたが本来持っている自

由意志、活動力、愛の力や直感力、洞察力なども

回復していくでしょう。 

特に女性は子宮・卵巣・腎臓・肝臓へのケアは是

非体験していただきたいと思います。 

内側からの輝きを増し、ボディ・マインド・スピ

+ 
ヴァイタルメリディアン

セラピーは目に見える

毒素『痧（さ）』が出る事

があります。 

主に肩、背中など 

『痧（さ）』が出る部分は

気血の詰まりを表し、出

してしまった方がよいと

されます。 

しかしながら、手技の調

整で出ない程度の施術

も可能ですし、それなり

の効果もあります。 

気の流れのつまり具合

によって『痧（さ）』の出

方にいろいろあります。 

奥に引っ込んででない

事も少なく無く（太腿な

どセルライトの出やすい

場所） 毒素を出す事で

つまりが無くなり、痛み

や不調が出にくくなるの

が伝統療法「かっさ」の

特長です。 
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リットの統合によって、あなたらしい在り方

へと導くこのワークで、あなたの輝くオーラ

にもっともっと愛と自由と喜びが宿っていき

ますように。 

施術の流れの一例 （状況により前後した

り、他のメソッドが入ったりします） 

 1.頭蓋骨の調整、骨盤の調整 

 2.脊柱など主にフォーカスしたい部位 

 3.ハンドヒーリングを加えながら、ゆらゆ

ら揺れながら全体を緩めます 

4.クリスタルボウルヒーリング、頭皮ケア 

5.近距離遠隔などの錬金術エネルギーワー

ク、オーラ調整／チャクラ調整 

6.グラウンディング 
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クリスタルボウル・アルケミーヒーリング 

ダイナミックなサウンドに身を任せるヒーリ

ング。 

横になってただ聞いているだけでボディ・マ

インド・スピリット全てが癒されていきま

す。 

クリスタルボウルはアメリカ、フィンランド

では医療にも用いられる事のある優れたサウ

ンドヒーリングの楽器です。 

50000Hzまで出ていると言われるその音響

波動は私達の骨髄などに含まれる水晶の構成

成分ケイ素と共鳴し不純物を浄化。またその

波動は感情面においてもネガティヴな情報を

解除し、手放せてしまうパワーを持っていま

す。またそのパワーはチャクラやオーラに刻

まれたネガティヴな記録を粉砕してふるい落

としてしまうほど。  

体・心・魂まるごと働きかけられる素晴らし

いツールなのです。 

水晶はエネルギーをプログラミング／増幅／

伝達する本質を持った鉱物。常に深いレベル

からニュートラルな状態を保つように働きか

けてくれます。脳波をアルファ波に整え、自

己の本質、無限の可能性を引き出します。ま

た定期的に受ける事で脳波の状態はアルファ

波に安定しやすく、それによって優れた集中

力、洞察力が引き出されたり、成功を引き寄

せたという結果もあるくらいです。 

現在クリスタルボウ
ル・アルケミーヒーリ
ングは、ワークショッ
プ、セミナーなどでミ

ニバーションとして行
っています。 

クリスタルボウル・ア

ルケミーヒーリングフ

ルバージョンのお試し

になりますので是非ご

参加下さい！ 

 



 

 

ノーブルサイエンス(TM)

（旧マルチディメンショナル・ヒュー

マンデザイン） 
リーディングのご案内 

 

アルカディア 

ホリスティックヒーリング 

リトリート 

アルカディアはヒューマンデザインの基礎を作り、

MD ヒューマンデザイン創設者である米国心理学博

士エレノア・ポートナー博士ならびに医学博士マー

ヴィン・ポートナー博士とコラボレーションした日本で

唯一のノーブルサイエンスツールを用いたパーソナ

ルリーディングとコースが学べるスクールです。 

ノーブルサイエンス ジャパン  

オフィシャル HP http://www.noblesciences.jp 

 

生まれて持ったエネルギーの流れは人によって潜在的に流れている部
分とそうでない部分があります。体内のどんなエネルギーがどこで発
生してどこに向かって流れているのかを知れば、自分自身についてた
くさんの情報を得ることができます。つまり、自分の身体を乗り物に
例えると、あなたはドライバーのような存在。このセッションで「貴

方自身を使いこなす使用説明書」が分かります。そして、人との関わりにおいて（あるいは惑星の配置からの影響）、そ
の乗り物をどのように操作していったらいいのかをこのセッションで解析していきます。 

当店ではヒューマンデザインシステム（HDS）という1987 年に作られた手法に多次元層（旧マルチディメンショナ
ル・ヒューマンデザインシステム/ノーブルサイエンス）を融合して用いています。 

物理、天文、遺伝学、生化学、易学、占星術、カバラ、チャクラシステムなど、科学非科学両方の切り口から数年かけて
学ぶ、日本ではまだ数少ないアナリストによって解析されている人格解析システムです。あなたが完全なる宇宙の一部で
ある事を示すアカシックレコードを紐解く鍵となるでしょう。 

★ 年１回 ノーブルサイエンス入門コース開講 

自分のチャートを極めたい方、解析者にむけて勉強されたい方にオススメ。解析者コースは入門から基礎〜アドバンス〜マス

ターとコースがございます。詳しくはお問い合わせ下さい。 

ノーブルサイエンス・リーディング 

ノーブルサイエンス（MD ヒューマンデザイン） 

とは 

ヒューマンデザインを多次元層（マルチディメンショナル）で見ていくと、一人の人間は実にたくさんのレイヤー
（層）によってそのエネルギーの流れが構築されているのを見ることができます。従来のヒューマンデザインで用
いられる「現実層」だけでは分からない『不調和を調和に導く鍵』が多次元層にあります。マルチディメンショナ
ルを応用することで、誰もが自己において不調和を起こしやすい面を調和に導く鍵を持っていて、それは表面的な
ものだけで確認することができない部分でさえも気付きに繋げることが可能です。これによって私たちは様々なレ
イヤーが一つに重なってこの世に存在している多次元的存在であることがマルチディメンショナルで分かります。
＊一人の多次元デザイン数は 4 つのレイヤーに 8 種類＝32パターンもあるのです！！それらが複雑な関わり合い
によってバランスを保とうとしています。 

表層だけに目を向ける従来のヒューマンデザインリーディングでは「権威」「決断（作戦）方法」といったものが
固定されてしまう面があります。人間は1 つのタイプ、1 つの権威、1 つの決断方法という固定では決められな
い、表層の部分だけでは計れないもっとユニバーサルな部分があり、そこに大いなる可能性が含まれ、それらに人
生における大いなる気付きに繋がる鍵が隠されています。従来のヒューマンデザインが一人の人をして「弦楽四重
奏」のようであれば、マルチディメンショナルヒューマンデザインは「交響曲」のように表すことができるでしょ
う！ 

現在MDヒューマンデザイン創立者米国心理学者エレノア・ポートナー博士によって新しいシステム Noble 
Sciencesのツールの一つとして組み込まれています。 



 

 

●ベーシックセッション    
基本解説とノーブルサイエンス（マルチディメンショナル ヒューマンデザイン）による多次元層を統
合させた詳細解析、人生の後半期、そしてあなたの魂のテーマについて述べていきます。このリーディ
ングは一生に一度！ 貴重な時間となるでしょう！（SCS 1Day には組み込ませません）   

100～120 分 ￥35,000 

＊ 申し込み時に必要なもの：誕生日時（分まで）、誕生場所（市区町村まで）。分がかわるだけで内
容が大きく変わる場合がございます。正確なリーディングのために、時間が不明な場合はなるべ
く母子手帳等でお調べください。 

◆ リーディングでお渡しするもの◆ 解説パンフレット、チャート各種（ボディグラフ"現実層"、ヒュ
ーマンデザインマンダラ、マルチディメンショナルデザイン計 8 枚、トランジットなど）、解析内容を
録音したディスク（CD-ROM または音声データ）、オーバービューデータ、デザインから導き出された
『琴羽』10～20 個 

詳しくはホームページにご確認ください。 

アドバンスドメニュー（ベーシックセッションを受けられた方用） 

●ソーラーリターン・リーディング  

100～120 分 ￥18,000 

ベーシックセッションを受けられた方がお受けになれます。ソーラーリターンは誕生日から約一年間のテーマをひ
もといていくリーディングで、その一年でどのようなタイプの人と出会う可能性が高いか、その一年における学び
はどのようなテーマとなっているかなどを解析していきます。ヒューマンデザインでは誕生日の約三ヶ月前から無
意識のレベルでは次年度に向けての内省が始まる期間となりますので、お誕生月の三ヶ月前くらいから受けられる
のをお勧めします。 

■リーディング後お渡しするもの■ 

ソーラーリターンチャート（シングル 1種、多次元層チャート2種）、解析内容を録音した CD-ROM 

 

●パートナーシップ・リーディング  

100～120 分 ￥20,000 

ベーシックを受けられた方がご家族など（生計がご一緒の方）とのパートナーシップ解析をご希望の場合はこちら
のメニューで受けられます。パートナーシップ・リーディングはお互いを補ったり強めている部分、あるいは妥協
が必要な部分などを解析していきます。 

＊ パートナーの方のフルリーディングを行うものではありません。原則的にパートナーの方も基本リーディング
は受けてからこちらのメニューを選択されることをおすすめします。（次の注意事項をお読みください） 

 

＊必ずパートナーの方のお名前、誕生日時、場所のご連絡をお願いします。 

＊ ベーシックにオプションでつける場合は1 人のみとさせていただきます 

■リーディングでお渡しするもの■ 

パートナーシップチャート（2 人のデザインとそれが合わさったデザインのボディグラフ）、多次元層チャート、
解析内容を録音した CD-ROM＊ 



 

 

1

宇宙の愛がオーラ全体を真珠色で包む安心感。 
 
原因や理由もなく、ネガティブな感情（不安、恐れ、悲し
み、怒り、無気力など）が沸き起こり、考えかたや行動ま
でネガティブな感情に影響されてしまう。 
毎日すっきりせず不快な感じが常につきまとうのに、 
その原因がはっきりしないことがあります。 
 
実は自分が原因ではなく、自分以外の人間が放つネガティ
ブなエネルギーに 
影響を受けている場合が多くあります。物理的な距離とは
無関係に送られてくるため、それが他者のエネルギーだと
気づきにくいのです。自分自身の教会が弱まっていると、
無制限に流れこみ、影響されてしまいかねません。 
 
このようなときに他者のネガティブなエネルギーを癒す手
法がサイキック・プロテクションです。 
愛のエネルギーで、平穏な保護空間を作り出します。 
 
パワフルながらシンプルな手法なので、誰でも気軽に受け
ていただけるワークです。 
 
★ 平均して１回の施術で１週間程度の効
果です。  

★ 初心者は２ヶ月からがオススメです。  
★ 施術は遠隔施術を承っています。期間
内に来店することがあれば対面施術で
きます。 

遠隔のためのリンク生成のため、初回のみ来店または
電話、スカイプにて 25分ほどお話伺います。 

 
【コースと料金】 
★１ヶ月コース：計４～５回施術で ２００００円  
★２ヶ月コース：計８～１０回施術で ３８０００円  
※オーラクレンジング、簡易チャクラ調整、期間中２～３
回のエネルギー補充、無条件の愛のヒーリングエネルギー
またはエンジェリック・ヒーリングエネルギー（ここまで
すべて遠隔／来店があれば対面で）３０分程度の電話（初
回必須。 スカイプ可／来店機会があれば対面可）施術期
間中、後フィードバック含むカウンセリングセッション３
０分１回もしくはフィードバックメール１往復。 

サイキック・プロテクションは対人関係ストレスを軽減し
たり、自信を取り戻す、自己愛を高める、自分に必要な直
感を受け取りやすくなったり、無理の無い自 己覚醒を促し
たり、心やエネルギーの自他の境界線を引きやすくし、自
分に不必要な物に気づきやすく、不必要な物をとりこまな
いようになったりします。 

定期的な施術を受ける事で境界線を理解したり、安定する
ため、判断力が格段にアップしたり、ありのままの自分に
ついてより気づきやすくなります。 

  

2

ただ境界線を引くだけでなく、自他に受容と癒し
を送るエネルギーをベースに作られているため、
結果として場の浄化や施術を受けている間の周囲
の関係性も癒されていきます。 

 
 サイキック・プロテクション®施術を受ける事で期待できる
効果  

＊ 思考や直感の場が浄化されたクリアな状態にな

るため、正しい決断をしやすくなる 

＊ 対人関係のストレスを軽減し、お互いに有意義

な人間関係を築きやすくなる 

＊ 家庭・職場などの人間関係を向上させ、 

               自他共に気持ちいい社会環境を作る 

＊ 自分を愛する姿勢を育む 

＊ 自信を持って物事に望めるようになる 

＊ 周りからのサポートを受け取りやすくなる 

＊ 周りに振り回されずに自分の意見を持てるよう

になるので、決断や選択がしやすくなる 

＊ 自分に必要なインスピレーション（直感）を受

け取りやすくなる 

＊ 自然な自己覚醒（自己実現）のプロセスを促進 

＊ 状況や環境を自分に対して好転させるようにな

り、人生が変わる 

＊ 安全な領域を確保することで、霊能力や独自の

潜在能力が開きやすくなる 

＊ 瞑想やヒーリング、チャネリング中に妨害が入

らなくなり、安全に行いやすくなる 

＊ ヒーリングやチャネリングの際、こちらが必要

としている情報に安全に強く繋がりやすくなる 

＊ 死霊・生霊などから自分と空間を守る。（霊媒体

質の人に有効） 

    など     

※これらの効果には個人差があります 

詳 し く は ア ル カ デ ィ ア 姉 妹 サ イ ト 「 ガ イ ア フ ェ ニ ッ ク ス 」

http://www.gaiaphoenix.net 

錬金術ワーク：サイキック・プロテクション 施術について 



 

 

シャーマンエンジェル・イニシエーション（伝授）講習 

幸せな瞬間をつくる癒しをおこなっていく 
 「シャーマンエンジェル」さんを大募集しています。 
このような方に「シャーマンエンジェル」をおすすめします。 

・ ライトワーカーとしてシャーマニックな活動をしたい 
・ 喜びをもってご自分の身の回りのすべて祝福したい 
・ 困っている人達が楽になるようにサポートしたい 
・ シャーマンに興味があるけどちょっと不安 
・ 霊障解消や土地の癒しに関わっていきたい 

etc… 

※霊障とはエネルギー的障害で、その多くが自我・カルマ（思い込み）・トラウ
マなどによる波長の法則から引き寄せるものであり、急速な自己成長を促す手段
でもありますし、そのほかにも原因は多岐に渡ります。 

カルマやトラウマから引き寄せているもの以外では、祖先からのもの（家系的カ
ルマ・悪習など）、過去世からの問題であったり生霊（邪念・嫉妬・執着など）
などのサイキック・アタッック、死霊、未成仏霊、怨霊などによるもの。人間で
ない動物霊や魑魅魍魎、邪霊、その他の宇宙的存在や次元を超えてきた存在の場
合もあります。  

霊障によって原因不明の体調不良や疾病、人間関係などの社会的なトラブル、経
済的な困難、精神的トラブルなどによって人生を生きづらくするばかりか、不自
由さの中に閉じ込められて苦しくなります。 

何をしても改善しない、なぜ？どうして？なんで私だけが！？そんな訴えを心に
かかえて苦しみや不運を抱えているのなら、それは霊障からきているのかもしれ
ません。 

霊障自体はその方の人間成長・霊的成長によって自然と解消されるものでもあり
ますが、自我がたくさんの悪習、思い込み、トラウマやそれからくる依存や被害 
者意識等々に絡まったままでは、そう簡単に変化成長するのが難しく、長い間苦
しむか最悪の事態に至ることも少なくありません。 

霊障が起きている場合、ヒーリングやサポート、カウンセリング、ガイダンスと
いったものを受け取りにくく、霊障が解消されない限りはセラピストやヒーラー
などもその方をサポートするのが困難です。 

このような時にシャーマン（存在による霊障解消のできる）が周囲の人に常に自
然に、かつ無償で霊的障害から解放したり、癒したりできたら、その人は不自由
から解放されて本来の美しさ・喜びを発揮して真実の自己へ覚醒していく機会を
獲得するでしょう！ 

どうですか？そんなワークを存在によって提供できるようになると思うと、
ワクワクしてきませんか？そんなワクワク嬉しくなってきたあなた！ シャーマ
ンエンジェルはそんなあなたにオススメです！！ 

 

 

 

 

 

 

 

 ●シャーマンエンジェルって？ 

宇宙霊障対応カリスマシャーマンで
あるトレーナーに高次元グリッドで繋が
り、シャーマン的活動を行う人のことで
す。 

シャーマン活動は、霊障解消、霊の
癒し、土地の癒し、呪い解消、魂の癒
し、宇宙霊障解消など多岐に渡ります
が、これらのワークは高次元グリッドで
繋がっているカリスマシャーマンがすべ
て行い、伝授によってコネクションを持
ったシャーマンエンジェルさん達は安心
して、気楽な気持ちでご縁のある方達・
周囲の人たちなどに無償で癒しや覚醒を
もたらせます。そして自己存在にも喜び
を見出し、すべてを祝福するようなライ
トワーカーです。 

●シャーマンエンジェルになるには 

トレーナー（宇宙霊障対応カリスマシャ
ーマン）から伝授講習を受けます。 

シャーマンエンジェルになっていただく
方と、ご自分や身の回りの人達・空間・
土地、世界や地球、宇宙までもが愛おし
く、感動に満ち溢れる感覚を分かち合え
たらと思っています＾＾ 

伝授申し込み： 
アルカディア・ホリスティック 
ヒーリング スクール 

武川”Mischa”郁子 
宇宙霊障対応カリスマシャーマン 
シャーマンエンジェルトレーナー 
エネルギーの錬金術師 

info@siriustribe.com  まで 

対面、Skype、電話での講習が可能 

講習内容詳細は次ページ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

★シャーマンエンジェルが提供できること 
カリスマシャーマンのように、出会う方やメールや電話で繋がる全ての方々の

霊的問題をかなりのレベルで解消し、同時にヒーリングもある程度無償で提供

できるようになります。 

 
直接出向いたり何らかの繋がりやご縁ができる場所の全てをある程度浄化

し、愛と平和の波動をもたらすことができます。 

 
周囲の方々に霊的な癒しや覚醒を導くだけでなく、アセンションに絡む諸問題

をある程度無償で自動的に解消していく存在感を持つことが出来ます。これに

は、鬱病や統合性失調症のような症状として現れることもあるような次元のぶ

れによる精神的混乱などを解消に導く癒しも含まれます。 
 

無償のワークだけで解消出来ない、霊的あるいはスピリチュアルな問題に対し

て、有料のヒーリングワークも同時に行うことで、解消を手助けするセッション

を提供することができるようになります。 

 
有料セッションは、シャーマンエンジェルさんの持っている技術や能力により、
提供できるセッションの内容、期間、金額などが変わってきます。 

 
通常は、３千円からの有料ヒーリングワークを提供することで、相手の方が楽

になる手助けができるようになります。それに封印解除、能力開発などさらに

内容を追加すると、ワーク期間、エネルギー消費量その他に伴い、金額が上

がっていくことが考えられますが詳しくは伝授後のエンパワメントセッション、ス

ーパーヴィジョン、コンサルテーションなどでご相談ください。 

エンパワメントセッション 
シャーマンエンジェルは広義ではシャーマンと言う事になります。 
ただ、ご自身がシャーマン覚醒などによる霊的契約のもとに活動していないた
め、シャーマンとしての使命や運命に縛られずに存在しています。 

シャーマンエンジェルのサポートは契約している方（この講習の伝授をうけた宇
宙霊障対応カリスマシャーマン）から、以下のエンパワメントセッションでお受
けいただけます。 

 
３０分 １万円（通話、Skype、対面いずれも可） 

内容：霊的メンテナンス、ヒーリング、スピリチュアルガイダンス、 
セッションやワークの相談、コネクション強化、能力開発、封印解除など 

※このセッションは、あなたがシャーマンエンジェル伝授を受けた（契約をして
いる）宇宙霊障カリスマシャーマンからお受けください。 

シャーマンエンジェルとして半年以上活動し、エンパワメントセッションを３ヶ
月に一回以上お受けになっている方はシャーマンとしての覚醒が進むため、その
後カリスマシャーマンとしての覚醒を受けやすくなります。 

★今後、アルカディアのシャーマンエンジェルさん達で地球、世界や特定地域な
ども含めての癒しの一斉ワークを定期的に開催予定です。 
お仕事につなげていただけるように参加ヒーラーさんの告知などもして未来に広
げていけたらと思っています。 

詳しくはアルカディア姉妹サイト「ガイアフェニックス」http://www.gaiaphoenix.net 

 

 

シャーマンエンジェル・イニ
シエーション（講習） 
※準備ワーク５日間（完全遠隔） 
・カリスマシャーマンとのコネクション 
・宇宙とのコネクション 
・ヒーリング能力開発・強化 
・シャーマンワークのためのテレパシー
能力開発 
・シャーマンワークのためのチャネリン
グ能力開発 
遠隔のため受講生さんは特に何かしてい
ただく必要はありません。 

※講習６０分＋３０分（状況、人数によ
ります） 

 
（グループ or個人講習：６０分、個人
ワーク指導：３０分）時間は目安 
 

対面の場合は１日で６0分と３０分の講
習が可能。電話または Skypeでは６０
分グループ講習と３０分の個人ワーク指
導は別々のタイミングで行います 
（マンツーマンの場合は同日に連続して
受講いただけます）。 

内容 
・シャーマンの仕事 
・霊障とは 
・光と闇、陰陽について 
・宇宙と自分について 
・シャーマンエンジェルでできること 
・テレパシーについて 
・プロのシャーマンとして提供できるワ
ークとセッションについて 

伝授・受講全て含めた必要費
用：  
           ８万円 

シャーマンエンジェルとの出
会いを、世界中の人達が待っ
ています。 

世界中でご活動されるかたの
お申し込みをお待ちしていま
す！ 

 

 

 

 



 

 

★霊障とは・・・ 
※霊障とはエネルギー的障害で、その多くが自我・カルマ（思い込み）・トラウ
マなどによる波長の法則から引き寄せるものであり、急速な自己成長を促す手段
でもありますし、そのほかにも原因は多岐に渡ります。 

また、カルマやトラウマから引き寄せているもの以外では、祖先からのもの（家
系的カルマ・ネガティヴな風習や念など）、過去世からの問題であったり生霊
（邪念・嫉妬・執着など）などのサイキック・アタッック。 

死霊、未成仏霊、怨霊などによるもの。そして、人間でない動物霊や魑魅魍魎、
邪神、悪魔、その他の宇宙的存在や次元を超えてきた存在の場合もあります。 

霊障によって原因不明の体調不良や疾病、人間関係などの社会的なトラブル、経
済的な困難、精神的トラブルなどによって人生を生きづらくするばかりか、不自
由さの中に閉じ込められて苦しくなります。 

何をしても改善しない、なぜ？どうして？なんで私だけが！？  

そんな訴えを心にかかえて苦しみや不運を抱えているのなら、それは霊障からき
ているのかもしれません。 

 

霊障自体はその方の人間成長・霊的成長によって自然と解消されるものでもあり
ますが、自我がたくさんの悪習、思い込み、トラウマやそれからくる依存や被害 
者意識等々に絡まったままでは、そう簡単に変化成長するのが難しく、長い間苦
しむか、最悪の事態に至ることも少なくありません。 

ひどい霊障が起きている場合、ヒーリングやサポート、カウンセリング、ガイダ
ンスといったものを当人が意識的にも無意識的にも受け取りにくく、霊障が解消
されない限りはセラピストやヒーラーなどもその方をサポートするのが困難で
す。 

このような時にシャーマン（存在による霊障解消のできる）が周囲の人に常に自
然に、かつ無償で霊的障害から解放したり、癒したりできたら、その人は不自由
から解放されて本来の美しさ・喜びを発揮して真実の自己へ覚醒していく機会を
獲得するでしょう！ 

 

霊障はアセンションが進むにつれて霊的成長の加速が促される一環として増加傾
向をたどっています。中には無料では解消できないケースも多々あり、長期的あ
るいは複数のセッションの組み合わせなどでの独自サポートなどのご提案ができ
るようにしています。 ※詳しい状況をヒアリングしカウンセリングするコンサ
ルテーション（終日ヒーリング付）をお受けいただくとそれだけで解消されるケ
ースもございます。 

いかなるケースもクライアントの意思を尊重したものとなります。 
まずはお問い合わせください。 

■カリスマシャーマンとは 
北米、南米、シベリア、北欧をはじめ世
界中に古来から「シャーマン」と呼ばれ
る人達がいます。 

カリスマシャーマンは高次元的にも、三
次元的にも、シャーマンとしての存在に
よってこの世のあらゆる闇、病といった
ものを喜びや愛、光に昇華して、その存
在がサポートする地域、大地、地球や宇
宙からの助力を得つつ霊的癒しや解放を
行ないます。 

そうするための叡智と生涯にわたる霊的
契約による存在権限を行使する立場をい
います。 

その覚醒課程には、大地、大自然、宇宙
と１つとなって、それら全てとそこに存
在するあらゆるものと生命を分かち合っ
て共に生きるという選択と誓願がありま
す。 

その誓願が大地、大自然、宇宙に聞き入
れられた時、シャーマンとして覚醒する
為のイニシエーションが始まり、多くの
存在のサポート・関与をもって覚醒しま
す。  

そこには人生に度重なる試練やイニシエ
ーションを通して与えられ、学ばされた
叡智も関わっています。 

そのため、カリスマシャーマンは一人一
人の個性（人生かけて学んできた叡智）
や能力、覚醒したいと望む本人の誓願に
よって個性があります。 

 
しかし、スピリチュアルカウンセリン
グ、ライトワークあるいはヒーリングの
中で行うスピリチュアルガイダンスや存
在の豊かさと確かさを育む「霊の癒し」
から、死霊・悪霊・怨霊・憑依・崇りな
どのあらゆる霊現象の問題に幅広く対応
する霊障ワークや、魂の封印解除、呪い
解除、悪魔払い（エクソシズム）などを
一様にマスターしています。 

アルカディアではシャーマン、錬金術などを用いて、内なるドラゴン性やフェニックス性を用いた覚醒ワーク、
マーリンやメルキゼデクといったマスターや大天使と行うワーク、や霊障解消ワーク、独自ワーク開発、ハート
チャクラの覚醒ワーク、といったセッションメニューが続々と増えていっています。 それにともない、内なる
ドラゴン性やフェニックス性の覚醒伝授、または龍遣い・不死鳥遣いのための伝授講習、各セッションを行える
ようになる施術者伝授講習もございます。  

詳しくはアルカディア姉妹サイト「ガイアフェニックス」http://www.gaiaphoenix.net  

 



 

 

地球の女神覚醒 伝授ワーク 

1

ライトワーカー／ヒーラー、シャーマンワークに興

味のある方にオススメの伝授メニューです。地球の
女神として覚醒することで、どなたにでも地上での女神ワ

ークができるように伝授＆イニシエイションを行なってい

ます。 周囲の人を平和にし、地球の女神のエネルギーが

波動によって伝播していく性質から、生命を分かち合った

り、「与えることと受け入れる喜びを自分と相手にもたら

す地球の母のエネルギー」を使うライトワーカー（無償の

エネルギーワーカー）としての女神ワークが行えるように

なります。 

地球の女神とは 

太古から神聖なる叡智そのものとされた地母神（マザーア
ース、ガイア）などとして知られている母なる女神。 

アルカディアの意とする女神覚醒は、与え・受け取り・育
み・柔軟性と調和を土台として、いのちの煌めきを分かち
合いながら自身の神性と創造性を産み出していけるように
サポートします。 

 そして地上の命の煌めきを分かち合いながら、ボディ・

マインド・スピリット全てで地球と１つであると感じ、そ

の喜びと神聖なる命の煌めきを他の地球の全ての命と分か

ち合えるような状態で生きていくこと・・・愛を与え、受

け取る事を表現しながら、一人一人の中に個性豊かな女神

性を目覚めさせる存在です。 

女神ワークについて 
この伝授を受けると、生命の煌めきを分かち合う波動が伝
播し、周囲に平和や調和を広げて、喜びを自他ともにもた
らしていくことができます。ただ存在しているだけで女神
ワークとなっていきますし、意識的にもライトワーカーと
して無償の女神ワークを行えるようになります。 

喜びを感じた人、場所、時、空間、すべての存在にあなた

自身の個性的な女神性による「地球の女神エネルギー」を

送っていただけます。 

地球の女神覚醒によって開くシャーマン性 
ここでのシャーマン性というのは特別なシャーマン覚醒を
意とするものではありません。 伝授で覚醒する事によ
り、地母神＝ガイアであり、地球意識と融合している叡智
を受け取る事になるため、すべてをひとつと感じ取る事が
できるという意味でのシャーマン性に通じる能力が開いて
いく特長があります。 

詳しくはお問い合わせ下さい。  

男性にもおすすめです 
女神性とは、女性だけのものではありません。男性にもと
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ても有効なパワーです。地球の母伝授で行うのは二面性を
持っている人間的母の側面ではなく、原初的な静かでどっ
しりとしたガイアの女性性の神聖なる叡智の伝授です。 

男性がこの伝授を受けるという事は、自分の中にある女性
性（受け入れる、育むというような）を認め、男性性とバ
ランスを取っていくことに繋がります。 お仕事でも、
「グラウンディング」、「受容」、「育む」、「融合する」とい
う女性性を土台とした能力は重要となるでしょう。 

女性性と男性性の融合 
このワークでは私自身の人生経験から培われた叡智と、陰
陽調和のエネルギーによって女性性と男性性の融合・統合
をおこなっていきます。それによって今までとは違った自
分の側面に気づいたり、今まで許せなかった自分の側面や
許せなかった他者の側面が理解できたり受け入れられたり
するかもしれません。 

 

【料 金】   

準備ワーク 3日間＋通話（スカイプなど）または対面 
 25～30分 30,000円 

準備ワークは完全遠隔で、随時サポートします。これは伝
授を行いやすくするための遠隔サポートワークです。 

対面受講も可能。アルカディアに別件でお越しの際につい
でやオプションとして受講いただけますし、単発受講も可
能。 

 （ただし、時間が３０分程度と短いですので、講座や他
のセッションと一緒ですとありがたいです＾＾） 

伝授に際し、特に条件はありません。どなたでもお受けい
ただけます。但し、精神的疾患での通院・投薬中の方はご
遠慮ください。 

受講当日は終日軽いヒーリングが付いています。 

ライトワーク要素の強い女神覚醒のため、あらゆる高次元
サポートを駆使し、受けていただきやすい価格でのご提供
です。 

オプション 

1. 受講後のサポートヒーリング：15,000 円 

急激な変化についていけず、高次元酔いや境界線の不安定
さを感じられたり、不安や恐怖を感じられたりする可能性
のある方、あるいはそのような状態になった方に調整のエ
ネルギーを遠隔にて送らせていただきます。 

＊Skype で対応できる場合がありますので、状況により通
話しながらの調整も可能です。 

（事前にご連絡いただいた上で、夜など営業時間外での対
応も可能です） 

【次ページへつづく】 
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オプションつづき 

2. 受講後のサポートヒーリングとサイキックプロテク
ション２週間～20日 サポートヒーリングにプラス、サ
イキックプロテクションが２回分のお得なセット。 
25,000 円のところを20,000円にて。 

 
自他の境界線が不安定になってネガティヴ感情（不安、
恐れ、怒り、無気力など）がわき起こってきたり、周囲
の感情に左右されやすくなってしまう場合など。それ自
体が自分の内面にある物だったり、投影であったりする
ので悪いものではありませんが、引き摺られすぎて苦し
くなってしまう渦中から一歩引いたリラックスできる状
態に調えます。 

  

3. 準備ワーク中のご家族全員への調整  
軽めの調整：5,250 円または 安心の調整：10,500 円 

同時申し込みに限り、ご家族全員（第二親等以内）のエ
ネルギー調整を施術させていただきます。あなたが女神
になることへのご家族の抵抗をなくし、スムーズな変容
をサポートします。ご希望の方は、申込時にその旨をお
知らせください。ご家族のお名前など個人情報は不要で
すが、お知らせくださっても大丈夫です。 

 

私は、人間だけでない、地球もふくめた「いのち」とい
うことについて、それは身体をもって生きているという
ことだけでなく、霊的な事を十分に踏まえて、関わって
いきたいと思っています。そして「いのちの喜び」を、
出会った一人一人の方が体現していけるように、お手伝
いをしていきたいという思いがあります。 

私自身が大自然と融合したライトワーク、シャーマンワ
ークをしているだけでなく、同じような事が出来る人達
がもっと増えていってくれたらいいなという思いもあり
ます。  

  

特別な技法や道具を必要とせず、またネイティヴアメリ
カンとかアイヌとかそういう民族性や伝統も関係なく、
外見や形でもない、その方自身が持ち合わせているオリ
ジナルの能力、唯一無二の芸術とも言えるその方の創造
性から発せられる力＝その方の喜びに基づくパワーを
「いのちの喜びの」ために分かち合っていったら素晴ら
しいな、嬉しいって思うのです。 

地球の女神覚醒で地母神的地上の女神がどんどん増え、
大自然を尊びながら繋がり、いのちの喜びももっと増え
て、この世界にもっと調和や平和が広がっていく事を願
っています。 
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お申し込みに際しての注意事項（必ずお読み下さい） 

 

※ 対面・遠隔どちらでもお申し込みいただけますが、対
面は当店にいらっしゃる機会（セミナーや他のセッショ
ン、勉強会などで）と合わせていただけるとありがたいで
す。 

※ 特別記載が無い場合は遠隔の受付でも、まったくの初
回の場合は 25分～30分ほど電話または Skypeによる通
話でインタビューさせていただいてからの施術となりま
す。アルカディアのご予約状況／セミナーなどのスケジュ
ール外の時間帯で受けたまわれます。 （完全遠隔と記載
されているものは初回でも通話無しで承ります） 

地球の女神覚醒はメールや完全遠隔のセッションは行って
おりません。 

※ セミナー開催やセッションのご予約状況によりお受け
できる時間帯がまちまちとなりますので、第３希望日と時
間帯をご連絡下さい。こちらからもスケジュールのご提案
をさせていただく場合がございます（スケジュールによ
り、夜などアルカディアの営業時間外での通話も受付でき
ます） 

錬金術によるワーク（即時変容）の場合、入金時からエネ
ルギー的な契約が発生しご予約日に関わらず多少のワーク
が始まります。その関係上キャンセル・返金ができませ
ん。申し訳ありませんがご了承下さい。 

※ 地球の女神覚醒はあなたの個性と神性から創造されて
いくものであり、一般に名の知られる女神になるよう
な事ではありません。（守護に付く場合があります） 

アルカディアでは有名・無名混在した１８２種の女神エネ
ルギーが伝授のために待機しているため、名の知れた女神
も守護に付く場合が考えられますが、それその者になるの
ではなく、あなた自身がその個性を持って女神となり地上
の女神としてライトワークできるようになるることがこの
伝授の目的です。 

※ これはライトワーク用のものであり、有償のワークの
ためではありません。 

お仕事に取り入れるための有償のワークとされたい場合は
アルカディアのセミナーにございます「内なる女神覚醒プ
ログラム」（マンツーマン受講）を受講していただくか、錬
金術ワークにて別途そのためのエネルギーをお作りする必
要がありますため、お問い合わせ下さいませ。 

 

詳しくはアルカディア姉妹サイト「ガイアフェニックス」

http://www.gaiaphoenix.net 



 

 

+ 
ご予約申込み 

ご予約は午前 11 時〜午後６時まで

の間でご希望のスタート時間から承

っています。 

ホームページにてご予約状況をご確

認の上、ご希望日程をお知らせ頂く

か、メール／FAX などでご連絡下さ

い。 

＊HP のご予約フォームページの他、

HP の各メニュー詳細にお申し込みフ

ォームがございます。 

＊セッション中、セミナー中、出張な

どで電話に出られない事が多いた

め、上記方法にてお知らせいただく

か、留守番電話に「お名前、お電話

番号、お問い合わせ内容」を録音し

てください。 

後ほどこちらからかけ直しさせていた

だきます。＊電話番号通知設定して

いただくと助かります。時々録音のお

声が小さいため、番号が聞き取れな

い事がございます。その場合、番号

非通知ですと連絡が取れなくなってし

まいますのでご協力お願いいたしま

す。 

ホームページ 

http://www.siriustribe.com/ 

ご予約状況ページ 

http://www.siriustribe.com/yoyakujo

kyo/thismonth 

 

電話：０３−５４７９−５３６４ 

携帯：０９０−８５１８−９８６９ 

メール：info@siriustribe.com 



 

 

+ 初心者からプロフェッショナルまで 
実技もふまえた多種多様なセミナーを開催しています 

1

アルカディアは現社団法人日本アロマ環境協会アロマテラピ

ーアドバイザー認定教室として 2001 年に開校しました。その

後、表参道生活の木でもアロマセラピー各種講座を開きなが

ら、アロマセラピー、クリスタル、エネルギーワークを中心とし

た講座を展開。 以来多くの生徒さん、お客さまに愛され、現

在でも人間発達心理学や脳科学などを踏まえた内容も盛り

込んで、多種多様の講座を開講しています。 

アルカディアの講座はテスト対策の様に必要な知識だけを詰

め込むのではなく、特にヒーリングワークの様に各々の状況

によって生まれる質問等は様々であるため、できる限り個々

のニーズに対応できるよう少人数制、またはマンツーマンで

の実施です。皆様の人生において本当に役に立つ知識や意

識を作っていくためのスクール、セミナーでありたいと考えて

います。 

開校時よりアロマセラピー、クリスタル、エネルギーワー

ク・・・レイキヒーラー養成講座などをはじめ、すべてのセミナ

ーにおいて、手技手法ではなく「自分としてのあり方」につい

て問い、いつまでも色あせる事無く『本物の自分』を探究しな

がら人間成長を促す内容です。自己啓発に役立つ内容と好

評を得ています。 
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マンツーマンまたは 2 名までの講座（日程自由設定） 

＊レイキヒーラー養成講座 

＊内なる女神性覚醒プログラム（IGAP） 

少人数制講座（年１〜２回開講または２〜４名から日程アレ

ンジ可能） 

★2013 年よりアルカディアノオリジナルメソッド：メディスンタ

ッチ®のコース、クリスタルボウルヒーラー養成コースなど各

種セミナーも開催です。 

 

＊アロマセラピーベーシック講座 

＊エナジーワーク with アロマセラピー講座 

＊サトルボディアロマセラピー講座 

＊傾聴とコミュニケーションセミナー 

＊自分の価値観探究セミナー 

＊クリスタルセラピー・ベーシック講座 

＊クリスタルセラピスト養成コース  

＊クリスタルボウルによるワークショップ 

ノーブルサイエンス 各セミナー 

入門、ベーシック、アドバンス、マスター 



 

 

 各種セミナー    ※地方出張、コラボワークショップのご相談承っております 

サトルボディアロマセラピー 

アロマ・アルケミスト養成／認定コース 

アルカディアは 2001 年より社団法人日本ア

ロマ環境協会認定アロマテラピーアドバイザ

ー認定スクールとしてアロマテラピーの基礎

講座を開催していました。現在は同じ頃より

開催していたヒーリングとアロマセラピーの

融合した分野をご提供しています。 

英国 IFA 認定アロマセラピストとしてのキャ

リアなどを踏まえた講義はボディ、マインド、

スピリットのホリスティックな視野で学んでい

く事が出来ます。 

アロマセラピーを軸とした、ヒーリング／癒し

やスピリチュアルな事柄を初歩から、また多

様な癒しツールに共通した理念、根底にある

ものについても学んでいく事が出来ます。 

サトルボディ・アロマセラピー、アロマ・アル

ケミスト養成は精油を感情やエネルギーレ

ベルへと使っていく施術方法も学びつつ、精

油の持つスピリチュアルな効果、そして私達

人間のエネルギー的な側面について学びを

深めていきます。 

クリスタルセラピー 

クリスタルセラピスト養成コース 

パワーストーンとしても知られる天然石。目

映いばかりの美しい石達に囲まれながら、

深遠なる世界を垣間みるベーシック講座は、

私達の住む地球に も多く含まれる石英の

ファミリーを中心にしながら、その不思議な

魅力や構成、効果、歴史、使われ方などに

ついて学びます。 

石を使ったセルフヒーリング法や瞑想法、各

種色石についても学び、エネルギーセンター

（チャクラ）やオーラへの働きかけについても

知識を深めます。 

クリスタルセラピスト養成コースでは美しくカ

ットされたヒーリングストーン各種を使って実

際に他者ヒーリングに用いていく技法を学び

ます。チャクラ、オーラについて、そしてベー

シックでは学ばなかった石達に付いても多く

ふれていきます。 

クリスタルヒーリングを体験的に学びなが

ら、どれほどに私達が石達に助けられるの

かについて目覚めていく事に繋がるでしょ

う。 

レイキヒーリング  

昭和初期に日本で生まれ、世界に広まった

気功の一種であるレイキヒーリングは、現在

多数の国で病院の補助治療に取り入れられ

るほどに成長を遂げました。そもそもレイキ

は他者を癒す技法のみならず、自分自身を

覚醒させていく自己啓発の道のりでもありま

す。そのため近年では自己成長のためにも

受講される方が増えて参りました。 

本物の自分、本質にとって不必要な事柄を

手放し、より本物へと磨きをかけていく事

は、悔いの無い人生を歩んでいくために不

可欠。 

アルカディアでのレイキは伝統的な臼井式レ

イキに加え、人間発達心理学、脳科学、物

理学的な側面からも学んでいく事が出来ま

す。またサイキックプロテクション施術とそれ

よる自他の境界線への理解や強化について

も学習。 

 

今もって自然療法をおこなうセラピストには

必須とされるレイキ。いつの時代にも必要不

可欠な普遍的要素を含んだものだからでし

ょう。レイキを学び、実践していく事は人生に

潤いと気付きをもたらします。 



 

 

 

 

 

 

Medicine Touch®はアルカディアの代表：武川がネイティヴ・アメリカンの居留区をはじめ東西の聖地巡礼、修行などによって得

た叡智と手技にアロマセラピー、クリスタルセラピー、そして東洋にこらいから伝わる叡智などを組み合わせたシャーマニックな

テクニックです。『アロマ・アルケミスト養成コース』『アロマ・タッチングセラピスト養成コース』の２段階に構成されています。 

『ノーブル・アロマ・ハンドタッチング２日間コース』 ※4名様以上で地方出張承ります。 

『「ケアの心、ケアのタッチング」によるハンドトリートメント。喜びを引き寄せる開運の手に！！ 
こちらはどなたでも受講していただける講座です。 アロマセラピー・ハンドトリートメントに、気の流れや、香り
の心理作用、繋がりなどを意識した、「ケアの心」と『喜びを引き寄せる開運力』をも活かした、優しいハンドトリ
ートメント。 

アルカディアならではの面白い材料を用いながら、Medicine Touch®の心を活かして優しいハートフルタッチのトリ
ートメント技術を学びます。 

エッセンシャルオイルのメディカルな作用だけでなく、エネルギー的な側面、そして何より、セラピーを行う側の自
由なスタンスを活かしていきます。 強く揉んだりするようなマッサージ的なアプローチではありませんが、心身の
疲れを癒したりリフレッシュ。 

そして気の流れを調え心身をリラックスさせるだけでなく、喜びを引き寄せる開運の手に！！ 

ハンドヒーリングをしている方はパワーアップにもなるでしょう！ 

※自宅サロン開業への導入はもちろん、ベッドや広いスペースがなくてもできるため、イベントなどでもできます。 

【日 程】：（全２回） 1～２名から受講相談受付しております。 
【時 間】：１回 ４時間程度 
【受講料】：18,０００円 （材料費込み） 
★事前に受講しておく講座などありません。 どなたでもご参加いただけます。 
★男性の場合はご夫婦、お知り合い、お友達同士であれば受講いただけます。 

講座内容一例 （全２回） 
アロマセラピーの個々の精油理論はありません。 アロマセラピー・トリートメントにお
ける禁忌や注意事項など、トリートメント技法については簡単に触れていきます。 

アロマセラピートリートメントとタッチングの叡智 
＊嗅覚と脳を楽しませる、休ませる 
＊タッチングとは？ タッチングの本来の意味 
＊香りのエネルギーとスピリチュアルな叡智 
＊タッチングによる様々な効果   etc 

気の流れとハートチャクラ 
＊手の反射区と経絡 
＊ハート・チャクラ 
＊繋がるとは？   etc. 

リートメントとタッチングの叡智 
＊嗅覚と脳を楽しませる、休ませる 
＊タッチングとは？ タッチングの本来の意味 
＊香りのエネルギーとスピリチュアルな叡智 etc.. 

 

 

Medicine	Touch® 



 

 

 

 

 

アロマ・アルケミスト養成コース Basic  詳細ページ http://siriustribe.net/2894.html 
アロマセラピー（芳香療法）×錬金術（変容と覚醒） ※2017年は祐天寺、北品川 同時開催 
このコースを終えることでアロマ・アルケミーリーディング（1本、3本、4本）ができるようになります。 

嗅覚・脳科学・意識・量子学の側面からも学びつつ、陰陽五行・４大エレメントや心理学的・錬金術的変容と覚醒に
ついて、リーディングの基本とそれに用いる40種程度の精油との対話を行いMedicineTouch、アロマ・アルケミー
について学びます。 

人生を歩んでいく上で起きるトゥルーセルフとエゴの分離と統合、ダイナミック・グラウンドやスピリチュアルエマ
ージェンシーといった事柄に触れながら、香りが起こす変容と覚醒の奇跡をメッセージとともにご提供していくセラ
ピスト養成となります。修了後はMedicineTouch®アロマ・アルケミスト・リーディングセラピスト認定。 

メッセージと意識を合わせる精油の香りとの対話  全40種 

1.コース概要 
メディスンタッチとは？ 
＊アロマアルケミーの実態（錬金術とは） 
＊錬金術的変容プロセス 
（賢者の石の錬成） 
＊キーワードを導き出す 
＊リーディングのコツと進め方 
＊1本リーディング 練習 

2. 嗅覚と脳、神経（脳科学の側面から） 
＊嗅覚と意識と脳と 
＊なぜ香りと意識が引き合うのか 
＊河合隼雄先生の箱庭療法による概要から 
＊3本リーディングとは、練習 
＊香りをクライアントにどう使っていくか 1 

3.四大エレメントほか＊量子学と意識 
＊四大各エレメントの特徴について 
＊4本リーディングとは、練習 
＊香りをクライアントにどう使っていくか 2 
＊プロテクション・クレンジングミストつくり 
＊オーラクレンジングとその意義 

4.錬金術・錬丹術 
＊陰陽五行における変容過程 
＊陰陽五行と四大の共通点と違いと 
アロマアルケミーにおける定義 
＊リーディングを深める 
＊リーディング実習 1本〜4本 
＊香りをクライアントにどう使っていくか 3 

5.心理学的変容プロセス 
＊ダイナミックグラウンド 
＊スピリチュアル・エマージェンシー 
＊自他の境界線、プロテクションとは何か？ 
＊香りをクライアントにどう使っていくか 4 

6.芳香蒸留水の蒸留体験・まとめ 

蒸留器を使った芳香蒸留水の作成 
錬金術の体験的実践 
(作った芳香蒸留水は参加者でシェア) 
※蒸留する植物はローズを予定。 
状況により変更の可能性あり 

質疑応答 

ペアを組んでの実習・実演・発表 ほか 

【時 間】：全６回  １回６時間 （例：１０：００～１７：００、途中ランチタイム、休憩あり） 

【受講料】： １２０,０００ 円（別途消費税かかります） 

※日程アレンジ開講の場合はお問い合わせください。現在、祐天寺・北品川合同開催が優先となっています。 
祐天寺と北品川（アルカディア）で相互振替可能

Medicine	Touch®アロマ・アルケミスト養成コース 



 

 

+ 
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1

クリスタルボウルは水晶でできた器型の楽器。 

それは人間の可聴範囲を超えた非常に幅広い

周波数を発し、体内の水分を介して細胞に作用

したり、心のブロックを解きほぐしたりする不思

議なパワーを持っています（一部欧米にて臨床

結果あり） 叩いたり、回したりして誰にでも奏で

られる楽器ですが、 そのサウンドとエネルギー

を伝えるのは、ただ音を慣らすのとはちょっと違

います。 

 

2

なぜクリスタルボウルを習うのか？  

それは、クリスタルボウルから奏でられる音色や

演奏中の状態などを講師が客観的にチェックする

事で、自分の本質や癖、ブロックに気づいたり、本

当に自分が何を演奏で表現していきたいのかを明

らかにしていく事が出来るからです。 さらにアルカ

ディアでは開業以来の強みである香りや天然石を

使ったメソッドはもちろん、エネルギーワーク、心理

や脳波、脳科学の見地からも学んでいける内容で

す。 

アルカディアのオリジナルカリキュラムによるクリスタルボウルや香り、天然石

を使ったヒーリングメソッドなども学べるコース。 

アルカディア 
ホリスティックヒーリング 
サロン ＆ スクール 

実践重視のヒーリング

ワーク的演奏。 

聞かせる演奏から伝

える演奏へ！ 

 

クリスタルボウル・ヒーラー 

クリスタルボウル演奏家 

養成コース 

セルフヒーリング、空間やオ

ーラのクリアリングとプロテ

クション、 

潜在無意識の階層と脳波、

香りの応用基礎、他。 

Basic 

自宅サロン開業、他者ヒーリ

ング、インスピレーションアッ

プ。クリスタルボウルのサウ

ンドを届けるテクニック、癒し

方を深めて演奏のスキルア

ップを行います。香りの応用

アドバンス。クリスタルグリッ

ドを使った演奏なども。 

Advance 

コンサート開催に向けた演

奏家としてのテクニック。 

多数のボウルを使いこなす

演奏。 エネルギーをさらに

広げて演奏するテクニック。

インプットとアウトプット。 

Professional 



 

 

1

開講希望受付中 

１名から４名まで日程アレンジ開講 

御相談下さい。※地方出張ご相談承ります。  

お問い合わせ、お申し込み： 

アルカディア・ホリスティック 
      ヒーリング スクール       

E-mail :  s ir iustr ibe.net 

2

TEL:FAX : 

０３—５４７９−５３６４ 

携帯電話： 

０９０—８５１８−９８６９ 

140-0001 品川区北品川２丁目 

 JR 品川駅乗換  

 京浜急行「普通車」 にて２駅目  

 『新馬場』北口から徒歩２分 

じっくり向かい合って。 

じっくり体感して。 

じっくり学んで。 

1

★ベーシッククラス： 
クリスタルボウル・ヒーラー養成講座１
合計８時間 ２～３日間 
受講料金：５００００円  
クリスタルボウルの基礎知識、演奏の仕
方、セルフヒーリング、空間やオーラの
クリアリングとプロテクション、潜在無
意識の階層と脳波、香りの応用基礎、
他。 
卒業すると、自己ヒーリングや身近な人
へのヒーリングができるようになりま
す。 
＊クリスタルボウルは受講時当スクール
にてレンタル可能。すでにお持ちの方は
１個～２個あれば自宅学習もできます。  
お持ちでない方はこちらで（クラシック
フロスト）をご購入いただけます（事前
注文／種類は選べません） 
 
★アドバンスドクラス： 
クリスタルボウル・ヒーラー養成講座２
合計１０～１２時間 ３～４日間 
受講料：９００００円  
 
他者ヒーリングメソッド、エネルギーを
伝える演奏、自宅サロン開業 
他者へのヒーリングセッションを中心
に、オリジナルな演奏スタイルを見つ
け、他者へとエネルギーとしての 
クリスタルボウルのサウンドを届けるテ
クニック、癒し方を深めて演奏のスキル
アップを行います。 

2

香りの応用アドバンス。クリスタルグ
リッドを使った演奏なども。 
 
＊クリスタルボウルは受講時当スクー
ルにてレンタル可能。すでにお持ちの
方は３個～５個あれば自宅学習もでき
ます。  
お持ちでない方はこちらで（クラシッ
クフロスト）をご購入いただけます
（事前注文／種類は選べません） 
 
クリスタルボウルと繋がる 
サウンドヒーリングについて 
委ねる、 
瞑想法、呼吸法、自分の五行をスタイ
ルに活かしてみる。 
オーラ、チャクラとクリスタルボウル
の関係性 他 
 
★プロフェッショナルクラス： 
クリスタルボウル演奏家養成講座 
合計１５時間 ５日間 
受講料：１５００００円  
 
プロの演奏家としての学びを深めるレ
ッスン。コンサート開催に向けた演奏
家としてのテクニック。多数のボウル
を使いこなす演奏。 エネルギーをさ
らに広げて演奏するテクニック。イン
プットとアウトプット。 
オリジナリティ溢れる演奏スタイルを

3

確立しながらエネルギー的な学びも深
めます。 
 
多数のお客様へと演奏をしていく上で
必要な演奏スタイルやメソッド。 
瞑想、演奏の場の作り方など。 
 
 
＊クリスタルボウルは受講時当スクー
ルにてレンタルできますが、演奏家と
してたくさんの方への演奏を行うとお
考えの場合はご自身で５個～所有され
る事をお考え下さい。 
＊お持ちでない方はこちらでクラシッ
クフロスト（事前注文／種類は選べま
せん）セット購入相談承ります。 
  
クリスタルボウルの楽譜 
オリジナリティの発揮 
演奏家とクリスタルボウル 
他の楽器とのコラボレーション 
自分の音色を伝えること 
声とクリスタルボウル（発声法など） 
演奏会実施（卒業試験） 
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傾聴とコミュニケーションセミナー、自分の価値観探究セミナー 

よりよい自己探求と他者との交流に関係するセミナー。人の心と接するお仕事の方（セラピ

ストやヒーラー）はもちろんの事、真剣に本物の自分、自分らしい生き方、自己実現を探求し

たい方にもおすすめのセミナーです。人間発達心理学をベースに、自分の経験に精通する

事からはじまり、自分に、そして他者に全身で耳を傾ける事を重視しています。言葉に含ま

れるスピリチュアリティなどもふくめ、信頼や委ねる事、訊ねる事、そして内省内観にも役立

てられる手法をご紹介しつつ、このセミナーとワークを通してあなたは『愛、安心、心の平和』

を感じる事が出来るでしょう 

チャクラ、陰陽五行、トーラスエナジェティック、子宮ケアボディワークなど 

私達の中心を貫き天地を繋げ、様々な影響をおよぼしているチャクラをはじめ、陰陽五行や

私たちを取り巻く環境と私たちのエネルギーの流れ、デトックス（浄化）など、多様な切り口か

らのワークショップをご用意しています。どれもアロマセラピーなどとの組み合わせで学べま

す。実技付きのワークショップはその日からご自身やご家庭などでご活用いただけます。チ

ャクラ講座は１ヶ月に一度一つのチャクラを学習するか、４日間連続で基本概要から七つチ

ャクラをそれぞれ学習。陰陽五行は年４回の土用のシーズン＋土用で５回。１回につきそれ

ぞれの土用と一つの行（木行とか火行とか）。トーラスなどは単発です。 

ワンデイワークショップ 

アルカディアではではほぼ毎月（または隔月）1 回ワンデイワークショップを開催しています。

まずは体験してみたい方、アルカディアがどんな所か興味のある方、全くの初心者、物作り

好きな方、大・大・大歓迎です！ぜひお気軽にご体験ください。 「聖なる塗油 Sacred 

Anointing Oil 作り」をはじめとする『聖なるシリーズ』、お香作り、ドリームキャッチャー作り、

シャーマンワンドつくり、ホピの砂絵作りなど、物作りやアレンジメントを通して瞑想的時間を

過ごしたり、内なる気付きを高めたり、子供心に戻って純粋さを取り戻すワークショップを多

数開催しています。 

ノーブルサイエンス（マルチディメンショナル・ヒューマンデザイン） 

ノーブルサイエンスは本来の自分を生きるために備わっている内面的能力、自分の信念や

良心、価値観を責任もって具現化していく道しるべです。 スピリチュアルな希望、価値観の

実現へと動かすパワーであり、トンネルの様な複雑な現実を切り抜けていくサポートをセッシ

ョンを通して行っています。ベーシックセッションからさらに自己探求、自己理解をしたり、他

者のチャートの解析をしてみたい方はノーブルサイエンスのセミナーを受けられてみて下さ

い。入門、基礎からはじまり、コーチングカウンセラー（アナリスト）養成コースもございます 

より楽しく、より深く 
人生における自己探求は、はつらつとした輝かしい人生、本物の自分を生きる鍵。しかしながら自問自答だけでは難しい。 

他者とのワークや物作り、実践を通して自分へと深く気付いていく方法はたくさんあります。よりよい人生、他者との共栄共

存、慈愛の心、自分として成功するための気付きと学びをたかめていきましょう。 



 

 

+ 
セミナー 

各種 

少人数セミナーは年１〜２回開催。ま

たセミナーによって、個人受講または

人数が集まった場合に日程アレンジ

で開講が可能です。お問い合わせは

随時受け付けておりますので、お友

達もお誘い合わせの上受講されて下

さると幸いです。 

レイキヒーラー養成講座、内なる女

神性覚醒プログラムに関しては原則

的にマンツーマン（または２名まで）

での開講です。 

サロンのご予約状況の空き日からお

好きな日程を選んで受講できます。 

 

それぞれのセミナーには材料費など

も含まれています。 

セミナー日程の振替について 

少人数制講座は原則的に 1 回お振

替可能（無料）です。 

サロンやセミナーのスケジュールと

擦り合わせの上希望日の設定 

＊ レイキヒーラー養成講座はマン

ツーマンまたはお友達などとお

２人で第３希望まで日程からの

受講につき、お振替は原則的に

お断りしています。 

受講料ならびに開催スパンは予期無

く変更する場合がございます。ご了

承下さいませ 

サトルボディ・アロマセラピー講座（※4名様以上で地方出張承ります） 
＊本講座修了者はご希望でアロマ・アルケミスト養成コースへ進めます。 

【日 程】：年１回〜２回  （全３回） ★２〜４名から日程アレンジで開講も可能 

【時 間】：午前１０時～ 長午後６時頃（回によっては早く終了。途中休憩が入ります）

【受講料】：66,000 円税込 

（クリスタルワンド、ペンデュラム、チャクラヒーリングストーン付） 

http://siriustribe.net/21.html 

クリスタルセラピー・ベーシック講座（※4名様以上で地方出張承ります） 

【日 程】：年１回 夏期開催 （全 4 回） ★２〜４名から日程アレンジで開講も可能 

【時 間】：午後 1 時～ 大午後 6 時頃（回によっては早く終了。途中休憩が入ります）

【受講料】：50,000 円（８つのチャクラヒーリングストーン付） 

＊セラピスト養成コースについては別途お問い合わせ下さい。 

http://siriustribe.net/62.html 

ワンデイワークショップ各種 

【日 程】：毎月または隔月開催 内容は 毎回メルマガやホームページでご確認下さい 

【時 間】：午後 1 時～午後 5 時〜6 時頃      

【受講料】：5,500 円〜（材料費によって変動あり） 

http://siriustribe.net/category/seminar/onedayworkshop-top 

陰陽五行講座、女神に捧げるレシピつくりといった内容から、ドリームキャッチャー、シャ

ーマンワンド、シャーマンフェザーワンド、手作りインセンス、塗油、匂い袋などのものつ

くり各種 

ノーブルサイエンス入門コース（※4名様以上で地方出張承ります） 

【日 程】：原則的に年１回開催 （全２回） ★1 名から個人受講も可能 

【時 間】： 各回４時間程度      

【受講料】：50,000 円 

＊カウンセラー養成コースは入門〜基礎受講後アドバンス〜マスターへと進みます。 

別途お問い合わせ下さい。 

レイキヒーラー養成講座（ファースト、セカンド、サード） 

【日 程】： 1 名から個人受講可能。ご希望日程ご相談の上開講いたします。 

【時 間】：スタート時間は午前 11 時、午後１２時、１時から選択 １段階５時間 〜  

【受講料】：ファースト 28,000 円、セカンド 30,000 円 サード 35,000 円 

＊１回１段階で進んでいきます。 受講料はお得なセット値引きあり。 

＊レイキ勉強会（レベル１、レベル 2 とも年 3 回ずつ開催）やティーチャーディグリーに

関しては、お問い合わせまたはホームページで。 

http://siriustribe.net/136.html 

内なる女神性覚醒プログラム 

開催日程などはレイキと同じくマンツーマンです。詳しくはお問い合わせ下さい。 

http://siriustribe.net/440.html 

傾聴とコミュニケーションセミナー（※4名様以上で地方出張承ります） 

【日 程】： ★２〜４名から日程アレンジで開講で承ります 

【時 間】： 午前１０時３０分～午後５時３０分ごろ       

【受講料】：50,000 円 （全３回）  

http://siriustribe.net/57.html  

自分の価値観探究セミナー（※4名様以上で地方出張承ります） 

【日 程】：★２〜４名から日程アレンジで開講で承ります 

【時 間】： 午前１０時３０分～午後５時３０分ごろ   （全３回）   【受講料】：50,000 円   

http://siriustribe.net/94.html 

 



 

 

+ 
セミナー 

お申込み 

少人数制セミナーの開講日程はメー

ルマガジン、ホームページ、お店で配

布のお知らせチラシにてご確認いた

だけます。お問い合わせは E メール

やホームページのお問い合わせフォ

ーム、FAX などが確実です。 

セッション中、セミナー中は電話に出

られないため、上記方法にてお知ら

せいただくか、留守番電話に「お名

前、お電話番号、お問い合わせ内

容」を録音してください。 

後ほどこちらからかけ直しさせていた

だきます。＊電話番号通知設定して

いただくと助かります。時々録音のお

声が小く番号が聞き取れない事がご

ざいます。その場合、番号非通知で

すと連絡が取れなくなってしまいます

のでご協力お願いいたします。 

セミナー日程の振替について 

少人数制講座は原則的に 1 回お振

替可能（無料）です。 

サロンやセミナーのスケジュールと擦

り合わせの上希望日の設定 

＊ レイキヒーラー養成講座はマン

ツーマンまたはお友達などとお

二人で第三希望まで日程からの

受講につき、お振替は原則的に

お断りしています。 

＊ 遠方の方はマンツーマン開講も

可能なコースがございますので

ご相談ください。 
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+ 

輝く未来のため 

今を生きる 

アルカディア ホリスティックヒーリング リトリート 

サロン／スクール  140-0001 東京都品川区北品川 2-11-11  TEL/FAX 03-6326-4762、090-8518-9869 

Web :  ht tp：//www．sir iust i rbe .net     E-mai l :  in fo＠sir iust r ibe .com 

 


